
くすのせ　こうた ふるさわ　りく ふるさわ　けん しば　たく

楠瀬　空詩 古澤　陸 古澤　健 芝　拓

極東ジュニアレスリングクラブ 茨木市レスリング教室 茨木市レスリング教室 羽島市レスリング連盟

みうら　そうし あごう　おうすけ くぼそうだい にしじま　あやの

三浦　颯士 吾郷　煌介 久保　颯大 西島　綾乃

吹田市民レスリング教室 加茂B&Gレスリングクラブ ロータス世田谷 刈谷レスリングクラブ

えまはると やくのかんた しばたさくらこ きよせ　りゅうこう

江間　大登 薬野　柑太 柴田　さくらこ 清瀬　劉孔

ロータス世田谷 ロータス世田谷 ファイブ☆スター フィギュアフォークラブ

こじま　れいさ まつばら　そうすけ ひうら　りひと わだ　きんや

小島　怜紗 松原　壮亮 日浦　璃毘兎 和田　欣也

吹田市民レスリング教室 加茂B&Gレスリングクラブ 越前市レスリングスポーツ少年団 吹田市民レスリング教室

たかつか　おうすけ いとう　なみ たかた　あおい かとう　ももか

高塚　旺介 伊藤　なみ 高田　碧 加藤　百々花

吹田市民レスリング教室 吹田市民レスリング教室 新宮ジュニアレスリングクラブ 羽島市レスリング連盟

はぎのたかひろ よしだ　しゅう あんの　おうき いしもと　ごうき

萩野　貴大 吉田　修 庵野　桜暉 石本　豪毅

いなべレスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 広陵レスリング教室 極東ジュニアレスリングクラブ

やまぐち　りょうじろう いしはらがく はやし　はんと ふじもと　そらと

山口　凌次郎 石原　楽大 林　絆斗 藤本　空虎

くらしきＪＷＳ 高松レスリングクラブ 網野町少年レスリング教室 刈谷レスリングクラブ

まつみ　りくと くぼおとはる うえはら　しんしろう さかもと　ひろ

松實　陸斗 久保　音晴 上原　眞志郎 坂本　広

新宮ジュニアレスリングクラブ ロータス世田谷 ＩＮＡＧＡＷＡ ＡＡＣＣ

おぎた　たいが まつみ　かいと いけだ　きょうすけ こやま　たくと

荻田　大雅 松實　海斗 池田　響介 小山　拓翔

神戸高塚レスリングクラブ 新宮ジュニアレスリングクラブ 舞鶴レスリングクラブ ＩＮＡＧＡＷＡ

きたむら　はると きたで　ゆきや ほんだ　りゅうき ほんがま　のぞみ

北村　春斗 北出  幸也 本田　隆喜 本釜　希真

ＩＮＡＧＡＷＡ 堺ジュニアレスリングクラブ タイガーキッズレスリングクラブ 刈谷レスリングクラブ

あいえいたろう ほろはしゆうき まつもと　こたろう ながたに　ゆら

安威　永太郎 廣橋　悠貴 松本　冴太郎 永谷　優來

ＧＯＬＤ ＫＩＤ’Ｓ ＧＯＬＤ ＫＩＤ’Ｓ 吹田市民レスリング教室 志賀町ジュニアレスリング教室

つじた　ようさく もりわき　はなの なかひら　あさひ やまだけんしん

辻田　陽咲 森脇　花乃 中平　旭 山田　謙心

吹田市民レスリング教室 舞鶴レスリングクラブ ジョイフルレスリングクラブ いなべレスリングクラブ

あきほだいち たけもと　そうた かなだ　あきと かとう　げんだい

秋保　大地 竹本　颯汰 金田　瑛仁 加藤　源大

ＧＯＬＤ ＫＩＤ’Ｓ 極東ジュニアレスリングクラブ 日進レスリングクラブ 羽島市レスリング連盟

こばやし　さとや くろだ　けいご すずき　ししん ゆみやしょうた

小林　賢弥 黒田　啓悟 鈴木　獅心 弓矢　翔太

松山レスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 四日市ジュニアレスリングクラブ いなべレスリングクラブ

はなもり　そうた かわむら　たいのしん だいもん　ひろと むらた　たいが

花盛　奏太 河村　泰乃進 大門　大翔 村田　大河

ＩＮＡＧＡＷＡ ＩＮＡＧＡＷＡ 志賀町ジュニアレスリング教室 常滑市レスリング教室

たじま　そう はせがわやまと ばば　はるき よしむら　そうてつ

田島　宗 長谷川　大和 馬場　榛貴 吉村　聡哲

四日市ジュニアレスリングクラブ 高槻市レスリング連盟 ジョイフルレスリングクラブ 舞鶴レスリングクラブ

３・４年生の部
50㎏級

                 順位
  階級

期日：2017年10月15日

３・４年生の部
36㎏級

３・４年生の部
40㎏級

３・４年生の部
45㎏級

３・４年生の部
25㎏級

３・４年生の部
27㎏級

３・４年生の部
29㎏級

３・４年生の部
31㎏級

３・４年生の部
33㎏級

１・２年生の部
21㎏級

１・２年生の部
23㎏級

１・２年生の部
25㎏級

１・２年生の部
27㎏級

１・２年生の部
30㎏級

１・２年生の部
35㎏級

１・２年生の部
＋35㎏級

１位 ２位 ３位 ３位

平成29年・第31回関西少年少女レスリング選手権大会

会場：吹田市立北千里体育館

参加：69 チーム/481
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平成29年・第31回関西少年少女レスリング選手権大会

うしろ　そうた みやはらたくみ いしもと　りゅうせい みずま　ゆうご

後　颯汰 宮原　拓海 石本　龍聖 水澗　雄吾

ＩＮＡＧＡＷＡ ファイブ☆スター 極東ジュニアレスリングクラブ 志賀町ジュニアレスリング教室

さとなか　ひゅうが あかぎ　れお やました　いのり よなしろ　いつき

里中　飛雅 赤木　烈王 山下　祈願 與那城　一輝

羽島市レスリング連盟 吹田市民レスリング教室 すくもレスリングｸﾗﾌﾞ 日進レスリングクラブ

さかもと　りん かなやま　みらい もり　ひゅうが なかむら　しんりょう

坂本　輪 金山　弥礼 森　日我 中村  心瞭

ＡＡＣＣ 四日市ジュニアレスリングクラブ ＩＮＡＧＡＷＡ 堺ジュニアレスリングクラブ

やすみしな うちだ　そわか いとう　ゆうと おおぐし　いっせい

八隅　士和 内田　颯夏 伊藤　優隼 大串　一世

ロータス世田谷 舞鶴レスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 すくもレスリングｸﾗﾌﾞ

まつばら　たくろう おにし　さくら こだま　ろんど ふじた　かんすけ

松原　拓郎 尾西　桜 小玉　龍舞 藤田　貫佑

鳥栖レスリングクラブ 鳥栖レスリングクラブ 極東ジュニアレスリングクラブ 東広島ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団

もとはら　りさ なおい　いぶき まえだ　じゅんや みうら　ひろき

本原  理紗 直井　夢希 前田　純也 三浦　紘輝

堺ジュニアレスリングクラブ マイスポーツハウス 京都八幡ジュニアレスリングクラブ 網野町少年レスリング教室

みうら　しゅうや おの　こなみ みたむら　まさき のざき　こうせい

三浦　修矢 小野　こなみ 三田村　眞生 野﨑　康生

タイガーキッズレスリングクラブ 加茂B&Gレスリングクラブ パンクラス大阪 四日市ジュニアレスリングクラブ

あんどう　しんご きたで　ももこ よしだたいぞう たきざわ ゆうじん

安藤　慎悟 北出  桃子 吉田　泰造 瀧澤　勇仁

吹田市民レスリング教室 堺ジュニアレスリングクラブ 高松レスリングクラブ フィギュアフォークラブ

いのうえ　りんたろう おおはた　しゅうと みやもと　いずみ いしざか　ようすけ

井上　輪太郎 大畑　秀斗 宮本　一角 石坂　陽典

タイガーキッズレスリングクラブ 東広島ｼﾞｭﾆｱﾚｽﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 新宮ジュニアレスリングクラブ 羽島市レスリング連盟

いしだ　ゆうき おおさか　たける あかさか　かずや いのうえ　しおん

石田　悠稀 大坂　尊琉 赤坂　和哉 井上 心温

タイガーキッズレスリングクラブ  ＦＵＫＵＩえんまＣＬＵＢ 志賀町ジュニアレスリング教室 日野レスリングクラブ

えざか　もな かなやま　くるみ むろたに　たまき さかきばら　まき

江坂　萌那 金山　來実 室谷　珠紀 榊原　真貴

刈谷レスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ 和歌山ジュニアレスリングクラブ 松阪レスリングクラブ

たなだ　さゆき みずたに　ななか あだちりこ しもだ　ゆづき

棚田　紗雪 水谷　菜々華 足立　莉子 下田　結月

茨木市レスリング教室 四日市ジュニアレスリングクラブ 一宮レスリングクラブ 高知レスリングクラブ

こつかなな やち　えみり なおい　しずく みなみざき　さえ

小塚　菜々 谷内　絵美里 直井　詩空 南嵜　さえ

いなべレスリングクラブ 志賀町ジュニアレスリング教室 マイスポーツハウス 滋賀レイクスターズ レスリングクラブ

おざき　つぼみ くすのき　あやの なわた　ゆう

尾崎　蕾 楠　彩乃 縄田　優

和歌山ジュニアレスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 茨木市レスリング教室

やぎゅう　みさき こやま　えれな にしおか　むぎ

柳生　実咲 小山　恵令奈 西岡　麦

ジョイフルレスリングクラブ 刈谷レスリングクラブ 京都海洋レスリング教室

よしだ　ななみ こばやし　ゆづき おおもり　ふうか いけはた　はな

吉田　七名海 小林　優月 大森　風薫 池畑　葉菜

一志ジュニアレスリング教室 新宮ジュニアレスリングクラブ ＩＮＡＧＡＷＡ ＩＮＡＧＡＷＡ

かわむら　ももか おがわ　りんか やの　ふうな まつだ　ここ

川村　百花 小川　凜佳 矢野　楓奈 松田　幸々

四日市ジュニアレスリングクラブ 四日市ジュニアレスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 網野町少年レスリング教室

                 順位
  階級

３・４年生女子の部
軽中量級

５・６年生の部
29㎏級

５・６年生の部
31㎏級

５・６年生の部
33㎏級

５・６年生の部
36㎏級

５・６年生の部
39㎏級

５・６年生の部
42㎏級

３・４年生女子の部
中量級

３・４年生女子の部
軽中量級

３・４年生女子の部
重量級

５・６年生女子の部
軽中量級

５・６年生女子の部
軽中量級

３・４年生女子の部
軽量級

５・６年生の部
45㎏級

５・６年生の部
50㎏級

５・６年生の部
55㎏級

５・６年生の部
60㎏級

１位 ２位 ３位 ３位
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平成29年・第31回関西少年少女レスリング選手権大会

さかね　みるこ あかさか　みすず みつたにしづ かわむら　こまち

坂根　海琉子 赤坂　美涼 光谷　真都 河村　小町

松江レスリングクラブ 志賀町ジュニアレスリング教室 ファイブ☆スター ＩＮＡＧＡＷＡ

びゃーばすれん　はりうん こなだ　しど さかい　さくら すぎやま　ねね

ビャンバスレン　ハリウン 小灘　真睦 坂井　桜 杉山　寧々

一志ジュニアレスリング教室 リアンレスリングクラブ 羽島市レスリング連盟 神戸高塚レスリングクラブ

ふじもと　なつき たけなか　かのん くすのき　ほのか なかいそしずか

藤本　夏妃 竹中　花音 楠　ほのか 中磯　静香

羽島市レスリング連盟 敦賀少年レスリングクラブ 吹田市民レスリング教室 高松レスリングクラブ

最優秀選手 本原 理沙 堺ジュニアレスリングクラブ

優秀選手 秋保 大地 GOLD KID’S

優秀選手 辻田 陽咲 吹田市民レスリング教室

敢闘賞 里中 飛雅 羽島市レスリング連盟

敢闘賞 江坂 萌那 刈谷レスリングクラブ

敢闘賞 安藤 慎吾 吹田市民レスリング教室

５・６年生女子の部
軽重量級

５・６年生女子の部
重量級

５・６年生女子の部
中量級

                 順位
  階級

１位 ２位

得点 80 42 41

チーム名 吹田市民レスリング教室 四日市ジュニアレスリングクラブ INAGAWA

成績表（団体） １位 ２位 ３位

３位 ３位
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